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2019
◆ 経済学科　◆ 経済政策学科　◆ 会計ファイナンス学科



立教大学経済学部は経済学科、経済政策学科、会計ファイナンス学科の3学科があり、
それぞれに専門性の高いカリキュラムをそろえ、学生たちの未来をサポートしています。
学生たちは、どのような夢や目標をもちながら大学生活を送っているのでしょうか。
そして、その実現に向かって、どのように学んでいるのでしょうか。
将来の夢や目標、未来をつくる 4年間について、学生たちに聞きました。

目標は何ですか
将来の

?Q.
経済学部で未来をつくる



学びを実践しながら心と身体を
慣らしていき、大学での学びに
必要な基礎を身につけます。

経済学部での 4 年間 自分の可能性を開花させる
春学期 春学期 春学期 春学期

進学・就職

秋学期 秋学期 秋学期 秋学期
1年次 2年次 3年次 4年次

立教大学経済学部では、初年次の基礎固めから始まり、
段階を踏んで、体系的かつ実践的に経済学を学修。
現代社会が抱える問題の解決力を身につけられます。

導入期：目標を定める 形成期：視野を広げる 完成期：専門を究める

経済学科4年 林 秀運さん・放送局内定

学業と野球を両立し、
多くの考えや知識にふれ
自分自身を高める

幅広い視点から
経済学の基礎を学ぶ

導入期 形成期 完成期

1年次 2年次 3年次 4年次

経済の基礎を学ぶなら…

・基礎ゼミナール1・2

・情報処理入門1・2

・統計学1・2

基礎ゼミでは経済の理論や経済観など基
礎的な知識を学びました。どの授業にも
応用できる考え方が身につくので、2年
次へのステップアップに役立つ内容だと
思います。そのほか、世界的な視野が広
がる国際経済論、データ処理について学
べる情報処理入門も印象的な授業です。

数字だけではない
経済の奥深さを実感

経済の歴史を学ぶなら…

・経済学1

・経済学史1・2

・欧州経済史

経済学1は、経済を哲学的に考えること
に面白みを感じました。現代につながる
考え方も知ることができ、好奇心をくす
ぐられる授業内容でした。年次が進むに
つれ、外国為替論など世の中の動きを知
るきっかけになる実用的な授業も増え、
経済の奥深さを実感できました。

実践的な学びから
世の中の動きを知る

生活と地域政策を中心に学ぶなら…

・生活経済論
・消費者政策論
・福祉経済論

時事ネタをテーマにグループで意見をま
とめてプレゼンする授業では、グループ
ディスカッションや問題解決の方法を学
べるだけでなく、世の中の動きを知るこ
とができました。伝える力や聞く力も身
につき、就職活動にも役立つ内容でし
た。視野や知見が広がったと思います。

社会で必要な
パソコンスキルを修得

情報処理入門

今や社会で働くうえで欠かすこと
のできないパソコンによる文書作
成やデータ処理のスキルを修得し
ます。Wordを使った文書や論文
の作成、Excelを使ったデータ処
理、PowerPointによるプレゼン
テーション資料の作成など、ビジ
ネスで使用されているアプリケー
ションを使いながらスキルを修得
します。

大学生として学ぶ姿勢を固める

基礎ゼミナール

学びの基本である、文献の読み方、調査の方法、レジュ
メやレポートのまとめ方、プレゼンテーションやディベー
トの方法、研究資料の収集・整理方法などを学修します。

東京六大学で野球をやりたいという目標から、立教大学に進みました。

自分の生活に直結する「経済」について学びたいと思い、経済学部を志

望しました。大学では「文武両道」を心がけ、部活の仲間たちと助け合

いながら、学業にも野球にも集中し

て取り組み、4年生の東京六大学野

球春季リーグ戦では優勝することが

できました。卒業後は、大学で学ん

だ経済の知識を武器に活躍していき

たいです。

主体的に行動する力を身につけるゼミナール

2年次から3年次までの学生が一緒に学ぶ少人数形式の授業です。
いずれも学生が主体となって運営し、積極的に学習やプレゼン
テーション、討論を行ないます。4年次までの履修を原則とする
ゼミと、1年間のみ履修するゼミを開講。豊島区や埼玉県など外
部の団体と一緒に活動に取り組むゼミもあります。

ゼミでは、問題意識を
もって行動し、論理的な
分析を行なうことで、多
くのことを学びます。

さまざまな経験を重ねて視野を広げ、
他者や異文化への理解を深めます。

4年間の学びと自身の成長を振り返りつつ、
将来の目標を目指して専門分野を究めます。

基礎ゼミナールでは、ゼミという大学
ならではの学習形態を通じて、大学で
の学び方を勉強していきます。関
心のあるテーマを学問的に考え
るきっかけの場ともなりますの
で、学ぶことの楽しさを発見し
てください。 （教員：森 大建）

基礎ゼミ

興味のある分野を研究でき
るのが魅力です。2・3年次
が一緒に取り組む共同研究
は、みんなで意見を出し
合うので、知識や考え
方の幅が広がります。 

 （学生：中川 隼さん）

ゼミナール

グループワークが大変充実していました。ま
た講師の方の20年以上先の将来を見据えた
講義がとてもためになりました。 （学生）

▲  

詳細はP.18を参照

キャリア教育：課題解決演習

普段は、卒業論文のようにひとつ
のテーマについて深く、主体的に
研究する機会はほとんどないと思
います。それゆえ、卒業論文を完
成させることは、考える力や情報
収集をする力が身につくことはも
ちろん、自信をもつことにもつな
がり、とてもいい経験ができたと
感じています。  （学生）

卒業論文

2年次の夏、イギリス・北アイルランドのベル
ファストに1カ月滞在しました。現地の人々
との会話を通して、帰国する頃にはリス
ニング力が向上していました。英語で
のプレゼンテーションや、日本企業の
イギリス支社の見学など、貴重な経験
ができました。 （学生：菊市翔太さん）

グローバル教育：SSA

就職活動では英語外部試験のスコ
ア提示を求められることが多く、
学生は様々な学習機会を通じ
て、スコアのアップを目指しま
す。ゼミの学生の中には900

点以上を取得した学生も。
 （教員：小澤康裕）

グローバル教育：語学力の向上

03 04



経済政策学科4年 矢崎杏奈さん・地方公務員内定

会計ファイナンス学科 4年 荒木 遊さん・銀行内定

経済学に加えて
社会政策を深く学び
公務員の道へ

大学の仲間たちと育む
経済・ファイナンスの
専門知識と交流の輪

経済だけでなく、政治も合わせて勉強したかったので、経済政策学科を

選びました。大学ではディベートやゼミナールなどを通して行政課題の

複雑さを知り、地域の発展と改善を図りたいと考え、公務員を目指すよ

企業経営など広範囲にわたって学べる会計ファイナンス学科を選びまし

た。大学のゼミナール活動では、論文の作成やイベントを通して、専門知

識を得ることはもちろん、交流の輪を広げることもできます。いろいろ

うになりました。卒業後は4年間の

学びを生かし、あらゆる人のあらゆ

るニーズに合わせた行政サービスを

行なうことが目標です。一つの行政

課題に多方面からアプローチできる

ように頑張りたいです。

な考え方に出会うことで、たくさん

の「気付き」があり、より深く考え

る習慣を身につけるには最適な場所

だと思います。大学で学んだ経済や

ファイナンスの知識を生かし、信頼

される金融のプロになりたいです。

基礎を固めながら
理解を深めていく

導入期 形成期 完成期

1年次 2年次 3年次 4年次

1年次は経済学や統計学、簿記などを受
講しました。友人らと一緒に基礎を学び、
理解を深めていくうちに、楽しくなって
いきました。簿記は、もともと数学が好
きなこともあり、特に面白かったです。
この授業をきっかけに、簿記の資格を取
得しようと思うようになりました。

簿記の資格を取得し
全国大会で優勝！

坂本ゼミに入り、簿記3級を取得しまし
た。ゼミの仲間たちと出場した全国大学
対抗簿記大会では、団体3級の部で優勝
することができました。また、税の研究
にも取り組み、税の仕組みもわかるよう
になりました。日々のニュースを見る目
が変わり、視野が広がったと思います。

ゼミで作成した
共同論文が奨励賞に

坂本ゼミ25人で「特別償却」の論文を作
成し、グループで学ぶ大切さを実感しま
した。みんなでテーマを決め、研究をま
とめるのは大変でしたが、奨励賞を受賞
することができました。就職活動は金融
関係を中心に行ない、大学で学んだファ
イナンスの知識が面接時に役立ちました。

経済と社会政策の
基礎的視点を学ぶ

導入期 形成期 完成期

1年次 2年次 3年次 4年次

経済の専門の先生方の講義を受けられる
政策分析概論では、経済学の全体像と各
分野の基礎的視点を学ぶことができ、有
意義な授業だったと感じています。社会
保障の制度など、社会政策にさらに関心
をもつようになり、今後のカリキュラム
やゼミナールの選択にも役立ちました。

ディベートを通じて
思考力や対話力を磨く

社会政策を研究するゼミナールに入り、
ディベートを通じて、論理的な思考力や
分析力が身につき、対話する力が鍛えら
れたと思います。年金など様々な社会保
障制度をテーマにしたディベートを行な
うなかで、社会政策の諸問題について改
めて気付くことも多かったです。

公務員になるために
試験対策講座を受講

ゼミでは後輩を指導する立場になり、
ディベートの全体を見通せるようになっ
たと思います。これまで培ってきた学び
を生かせる職業に就きたいと考え、公務
員になることを決めました。キャリア
アップセミナーで公務員試験対策講座を
受講し、公務員試験を突破できました。

ファイナンスの基礎を学ぶなら…

経済と政策の基礎を学ぶなら…

・経済学1・2

・統計学1・2

・簿記1・2

・政策分析概論
・経済学1・2

・情報処理入門1・2

簿記を学ぶなら…

社会政策を学ぶなら…

・坂本雅士ゼミ
・中級簿記1・2

・会計学1・2

・菅沼隆ゼミ
・社会政策論1・2

・政策情報処理

企業会計を学ぶなら…

就職対策をするなら…

・財務会計論1・2

・管理会計論1・2

・税務会計論

・キャリアアップセミナー
・比較公共政策論1・2

・環境会計論
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　経済学の過去を理解することで、現在の経済学の状
況をいっそう明確に知る機会が与えられます。科学の
歴史には、本来なら改善を重ねてよりよいものに進化
するべきものが、途中で変な方向に曲がってしまうこ
ともあります。その一方で、着実に前進している領域
もあります。経済学も同じです。「経済学史1」では、
経済学を作り上げ、「学問」として大成させた偉大な
経済学者たちを学びます。「経済学史2」では、特に
貨幣と金融政策の領域において、この何世紀ものあい
だに変遷してきたいくつかの理論の軌跡を学びます。

　経済・社会・政治のマクロな動きや、そこに生きる
人々のミクロな暮らしを理解するためには、世の中の
事象がどのような因果関係の連鎖の結果として生じて
いるかを理解する必要があります。しかし、普段何げ
なく口にしている「AだからBになる」という因果関
係の存在や大きさ、多様性を科学的・統計的に検証す
ることは非常に難しいもの。統計学や計量経済学を学
ぶことにより、私たちを取り巻く様々な因果について
の思考力・検証力を養い、これからのビッグデータ・人
工知能時代に必要な科学的素養を習得できます。

履修モデル 2018年4月時点の履修モデルです。

1年次 2年次 3～4年次

▲

政府の役割を総合的に学ぶ
【必修科目】経済学1・2
【共通選択科目1】基礎ゼミナール1・2　

情報処理入門1・2
統計学1・2　経済数学入門

【共通選択科目2】日本経済論1・2　
経済学史1・2

【基本選択科目】社会経済学1・2
初級ミクロ経済学1・2　初級マクロ経済学1・2

【共通選択科目1】経営学1・2
【共通選択科目2】財政学1・2　金融論1・2　経済情報処理A・B
【自由選択科目】経済政策論1・2　国際金融論　外国為替論　現代経済論
【自由科目】ゼミナールA（2年）

【共通選択科目2】応用社会経済学1・2　
中級ミクロ経済学　中級マクロ経済学

【自由選択科目】景気変動論1・2 現代資本主義論 数理経済学　
近代経済学説史 公共経済学1・2 現代経済演習１・２

【自由科目】産業経済論1・2 開発経済学 アジア経済論
NPO論　ゼミナールA（3年）　ゼミナールB（4年）

▲

数量分析を中心に学ぶ
【必修科目】経済学1・2
【共通選択科目1】基礎ゼミナール1・2　

情報処理入門1・2
統計学1・2　経済数学入門
簿記1・2

【共通選択科目2】日本経済論1・2　

【基本選択科目】社会経済学1・2
初級ミクロ経済学1・2　初級マクロ経済学1・2

【共通選択科目2】経済統計学1・2 計量経済学1・2　
金融論1・2 経済情報処理A・B

【学科選択科目】経済政策論1・2 国際金融論 外国為替論
【自由科目】ファイナンス基礎 ゼミナールA（2年）

【共通選択科目2】応用社会経済学1・2　
中級ミクロ経済学　中級マクロ経済学

【学科選択科目】景気変動論1・2 証券経済論 金融政策論
金融工学 ポートフォリオ論

【自由科目】コーポレート・ファイナンス1・2　インターンシップ　
NPO論　ゼミナールA（3年）　ゼミナールB（4年）

▲

市場経済と社会問題を学ぶ
【必修科目】経済学1・2
【共通選択科目1】基礎ゼミナール1・2　

情報処理入門1・2　統計学1・2 
経済数学入門　経済史1・2

【共通選択科目2】日本経済論1・2　経済学史1・2

【基本選択科目】社会経済学1・2 
初級ミクロ経済学1・2　初級マクロ経済学1・2

【共通選択科目1】経営学1・2
【共通選択科目2】国際経済論 世界経済論
【学科選択科目】経済政策論1・2 日本経済史1・2 財政学1・2
【自由科目】ゼミナールA（2年）

【学科選択科目】社会政策論1・2 消費者政策論 社会思想史
労働経済論1・2

【自由科目】NPO論　NGO論 インターンシップ　
アジア経済史1・2 国際援助論
ゼミナールA（3年） ゼミナールB（4年）

▲

国際関係と各地域の経済・歴史を学ぶ
【必修科目】経済学1・2
【共通選択科目1】基礎ゼミナール1・2　

情報処理入門1・2　統計学1・2
経済数学入門　経済史1・2

【共通選択科目2】国際経済論　世界経済論

【基本選択科目】社会経済学1・2 
初級ミクロ経済学1・2　初級マクロ経済学1・2

【共通選択科目1】外書講読英A・B
【共通選択科目2】日本経済論1・2 日本経済史1・2　

外国為替論　国際貿易論　国際経済政策論
【学科選択科目】経済政策論1・2 国際金融論 外国為替論
【自由科目】ゼミナールA（2年）

【共通選択科目2】中級マクロ経済学　SSA（海外研修プログラム）　
【学科選択科目】アメリカ経済論 開発経済学 アジア経済論

EU経済論地域経済総合論 中国経済論 
国際マクロ経済学 文化経済学

【自由科目】環境経済学1・2 都市政策論1・2 社会思想史
ゼミナールA（3年） ゼミナールB（4年）

経済学史

さまざまなデータを用いて、社会保障
政策や地方財政制度のあり方が社会・
経済に与える影響を検証していきます。

計量経済学

佐藤有史教授

経済学が歩んできた進化のプロセスを
読み解いていくことで、「今」を知る

安藤道人准教授

統計学や計量経済学を学ぶことで、
来るべき人工知能時代に備える

　当ゼミでは、アメリカ経済を中心とした世界経済、アメリ
カ産業・企業の動態について研究しています。基本活動は
チームごとの共同研究です。年2回開催する他大学とのジョ
イントゼミ（ディベート大会）に焦点を当て、プレゼン力やディ
ベート力を徹底的に鍛えあげます。さらに、企業訪問を学生
主体で定期的に実施しており、機会があれば海外研修も行な
うなど、キャリア教育にも積極的に取り組んでいます。

チームによる共同研究で
プレゼン力などを鍛える

海外研修では、シアトルの総領事館をはじめボーイング社や日
本航空、マイクロソフト社などを訪問しました。

ジョイントゼミに向けて情報収
集能力やプレゼン力などを鍛え
られ、グループ活動の楽しさも
体感できます。 （加藤祐太さん）

経済学を作り上げてきた大経済学者た
ちのナマの文章を読む機会がたっぷり
与えられます。

経
済
学
科

問題解決力
「経済学」や「経済学史」な
どの基礎科目を学び、経済の
理論と歴史的展開を理解する
ことで経済の実態を知り、問
題点を洗い出して解決策を探
る問題解決力を修得します。

統計分析能力
身近な財や経済組織を事例と
して取り上げ、消費者物価指
数や GDP（国内総生産）、失
業率、景気動向指数などの資
料分析や文献研究能力を培う
ことで、統計分析能力を

身につけます。

時代を読む力
理論・歴史・国際系科目を柱
に経済学を基礎から応用まで
段階的に学ぶことで経済の本
質をとらえ、変化の時代を生
き抜くための自分なりの経済

観を身につけます。

SKILLS
◆

SKILLS
◆

SKILLS
◆

学びの分野・将来像
企業の営業職／シンクタンクの研究員／経済誌の編集者／国連職員／外資系広告代理店／
銀行員として企業を育てたい／起業したい／CSR活動に関する部署で働きたい　など

でわかる経済の世界授 業 山縣宏之ゼミ
Pick up Seminar
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　世界有数の経済大国であり、日本における最大の
貿易パートナーでもある中国が今、大きな岐路に立た
されています。約30年にわたる高成長時代が終わり、
中・低成長時代に移行している中国経済は、いかにし
て成長志向の発展戦略によって蓄積されてきた過剰生
産能力、格差、腐敗などのゆがみを修正しつつ、輸出
主導型成長から内需主導型成長への転換を達成しよう
としているのか。この大転換の背景や実態、およびイ
ンパクトに関して、社会経済学（ポリティカル・エコノ
ミー）の理論に基づいて解説します。

　99.7％。この数字は、全国の会社数のうち中小企
業の占める割合です。中には、600年以上続く老舗
企業やミドリムシで世界を変えようとするベンチャー
をはじめ、国民経済を影で支えている企業も。ただし、
そこには取引関係や資金調達、事業承継、グローバル
展開など多くの課題があり、一般的な経済学や経営学
の教科書と論理では理解しにくいメカニズムが存在し
ます。また、新興国・途上国の経済発展は中小企業の
成長と切っても切れない重要テーマ。それらを様々な
切り口（フレームワーク）を使って解説します。

中小企業論

中国経済論

公共 公共サービスと生活　 競争 競争と規制　 グロ グローバル化と地域　 政策 政策関連科目

でわかる経済の世界授 業

遠山恭司教授

国民経済を支えている中小企業が抱える様々な課題や
成長メカニズムを探求する

講義と対話を通じて、経済社会を多角
的で論理的に考察する複眼的な思考力
を習得していきます。

厳  成男准教授

中国経済の成長メカニズムを探求し、
その実態とインパクトを知る

中国の経済発展が日本経済にとって脅
威なのか機会なのかについての正しい
理解が、講義を通じて得られます。

　「オリンピック開催に向けて東京の都市インフラに必要な対
応は？」「人口減少と買い物弱者対策」　これらは、実際にゼ
ミで取り組んだテーマです。都市・地域を分析するのに必要
な都市経済学・統計学や地理情報システム（GIS）を学びな
がら、現実の都市を題材として政策課題を調査していきま
す。2、3年生はグループで、4年生は個人で研究論文を作成。
日々の問題意識にフィールド調査とデータ分析を通じて答え
を出す力は、社会の様々な分野で生かせます。

フィールド調査とデータ分析で
都市・地域の政策課題を考察

都市で起きている現象をフィール
ドワークを通じて分析。発表時
に議論し、ゼミ全体で学ぶ機会
を作ります。 （亀井那由太さん）

履修モデル 2018年4月時点の履修モデルです。

1年次 2年次 3～4年次

▲

政府の役割を総合的に学ぶ
【必修科目】経済学1・2　政策分析概論
【共通選択科目1】基礎ゼミナール1・2

情報処理入門1・2
経済史1・2　
統計学1・2　
経済数学入門

【基本選択科目】社会経済学1・2　
初級ミクロ経済学1・2 初級マクロ経済学1・2

【共通選択科目2】経済政策論1・2 財政学1・2　
社会政策論1・2 政策情報処理A・B

【学科選択科目】 公共 租税論1・2　
グロ 国際貿易論 国際経済政策論

【自由選択科目】ゼミナールA（2年） 日本経済史1・2

【学科選択科目】 公共 地方財政論1・2 都市政策論1・2 公共経済学1・2
競争 金融機関論 金融政策論 現代企業論1・2
グロ 国際機関論
政策 行政学1・2

【自由選択科目】ゼミナールA（3年） ゼミナールB（4年） 証券経済論　
中級ミクロ経済学 中級マクロ経済学

▲

生活と地域政策を中心に学ぶ
【必修科目】経済学1・2　政策分析概論
【共通選択科目1】基礎ゼミナール1・2

情報処理入門1・2
統計学1・2　
経済数学入門
経営学1・2

【基本選択科目】社会経済学1・2　
初級ミクロ経済学1・2 初級マクロ経済学1・2

【共通選択科目2】経済政策論1・2　財政学1・2　産業経済論1・2
社会政策論1・2　政策情報処理A・B

【学科選択科目】 政策 日本経済論1・2
【自由選択科目】ゼミナールA（2年） 日本経済史1・2

【学科選択科目】 公共 生活経済論 消費者政策論 都市政策論1・2 NPO論
年金経済論 福祉経済論　医療経済論　地方財政論1・2

競争 労働経済論1・2 中小企業論1・2　
グロ 国際援助論 NGO論

【自由選択科目】ゼミナールA（3年） ゼミナールB（4年）　証券経済論　

▲

企業の視点で政策を学ぶ
【必修科目】経済学1・2　政策分析概論
【共通選択科目1】基礎ゼミナール1・2

情報処理入門1・2
統計学1・2
経済数学入門
簿記1・2

【基本選択科目】社会経済学1・2　
初級ミクロ経済学1・2 初級マクロ経済学1・2

【共通選択科目1】経済学1・2　
【共通選択科目2】経済政策論1・2 産業経済論1・2　

政策情報処理A・B
【学科選択科目】 グロ 国際貿易論 国際経済政策論

政策 日本経済論1・2
【自由選択科目】ゼミナールA（2年） 金融史

【共通選択科目2】国際経済論 世界経済論　
【学科選択科目】 公共 公共経済学1・2 租税法1・2 環境経済学1・2

生活経済学1・2 生活経済論 消費者政策論
競争 現代企業論1・2 中小企業論1・2
グロ 外国為替論 国際金融論

【自由選択科目】ゼミナールA（3年） ゼミナールB（4年）
経営史1・2 中級ミクロ経済学 中級マクロ経済学

▲

グローバル化時代の政策課題を学ぶ
【必修科目】経済学1・2　政策分析概論
【共通選択科目1】基礎ゼミナール1・2

情報処理入門1・2
経済史1・2　
経済数学入門

【共通選択科目2】国際経済論
世界経済論

【基本選択科目】社会経済学1・2　
初級ミクロ経済学1・2 初級マクロ経済学1・2

【共通選択科目1】外書講読・英A・B　
【共通選択科目2】経済政策論1・2 産業経済論1・2

SSA（海外研修プログラム）　
【学科選択科目】 公共 公共経済学1・2

グロ 国際貿易論・国際経済政策論
【自由選択科目】ゼミナールA（2年）

【学科選択科目】 公共 比較公共政策論1・2 環境経済学1・2 環境政策論　文化経済学
競争 金融機関論 金融政策論 農業経済論

農業政策論 現代企業論1・2
グロ 開発経済学 国際援助論 国際機関論
政策 アジア経済論 EU経済論 地域経済総合論

アメリカ経済論 アメリカ経済政策論
【自由選択科目】ゼミナールA（3年） ゼミナールB（4年）　

景気変動論1・2 アメリカ経済史　

経
済
政
策
学
科

政策立案力
経済と政策の土台となる理論
を学び、「経済活動と地球環
境との調和の図り方」や「望
ましい税制度のあり方」など、
社会が直面している課題に対
する政策立案力を養います。

公的な視点
民間では対応できない公的課
題に対する公共機関の政策内
容や、政策決定の過程、決定
にかかわる利益団体などを、
政治経済学的な視点から分析
し、より広い公的な視点
を身につけます。

複眼的考察力
さまざまな経済問題に対する
具体的な政策について、経済
的側面からだけでなく、背景
にある政治・社会的側面など
多角的な視点から立案の過程
を分析する複眼的考察力を

磨きます。

SKILLS
◆

SKILLS
◆

SKILLS
◆

学びの分野・将来像
NPO・NGO団体に参加したい／学問としての政策を究めたい／地方活性化を図りたい／
国家公務員／政治経済専門ジャーナリスト／政治にかかわりたい／海外で起業したい　など

田島夏与ゼミ
Pick up Seminar

教室を飛び出し地元豊島区の有名商
店街へ。

地域や人口について
の統計データの分析
やフィールド調査に
基づき議論を重ねる
ことで、地域の課題
を明らかにします。
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会
計
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
学
科

アカ アカウンティング　 ファイ ファイナンス　 マネ マネジメント

株式で広く社会から資金調達する会社は、独立した第三者による会計監査
が必要です。その会計監査を行なうのが、公認会計士です。会社が公表す
る財務諸表（決算書）が適正か否かを帳簿などに照らして検証します。公認
会計士には、監査や企業会計に関する高度な専門知識はもちろんのこと、
経済や法律、経営全般にかかわる幅広い知識が必要とされます。

公認会計士試験
税理士は、税務に関する専門家として、納税義務者の信頼にこたえ、租税
に関する法令に規定された納税義務の適性な実現を図ることを使命として
います。経済、会計、法律、経営等の専門的な知識を有する税理士は、多
岐にわたる税務について、専門家の立場から代行や相談を行なったり、主
に中小企業の経営コンサルタントとして活躍することができます。

税理士試験

国家資格に必要な知識を学べる講義も充実しています

会計監査論

外国為替論

　現代社会では価値が多様化しており、商品を売ることが難
しくなっています。その一方で、行列のできるお店や予約
待ちの商品があることも事実。当ゼミでは、商品の価値の源
である原価を収集・処理・伝達する人間的な行為（原価計算）
を研究します。会計についての知識はもとより、集団活動の
マナーやコミュニケーション力を身につけることも目標。知
識を強固なものにするために、企業や工場の見学も行なって
います。

実際に仕入れや販売を行ない
身をもって原価計算を学ぶ

学年混成のグループで商
品を企画・販売し、決算
書を作るといった作業を
通じ、コミュニケーショ
ン力も養成します。

池袋周辺の会社と提携し
て商品を販売。仕入先と
の交渉や販売価格を決め
ることで、より実践的に学
びます。 （重藤優理さん）

小澤康裕准教授

　公認会計士という職業を知っていますか？　この授
業では“株式市場の番人”とも呼ばれる彼らが行なう
財務諸表監査を扱います。財務諸表監査とは、企業が
作成する財務諸表（決算書）を検証し、その適正性を
保証するもの。多くの人が「自分とは無関係」と考え
ますが、監査が適切に行なわれないと、皆さんとその
子孫の懐が痛み、大損することになります。公認会計
士とは誰か、どのように監査を行なうのか、また、従
業員の不正や横領を防ぐ内部統制とは何か、さらに粉
飾決算のやり方と発見方法についても解説します。

財務諸表監査を知ることが
未来の自分を守る第一歩

飯島寛之准教授

　「外国為替って為替相場のこと？　円高とか円安と
か」。最初の講義で外国為替論のイメージを尋ねると
大抵こうした声が返ってきます。確かに重要なテーマ
の一つは為替相場の動きを理解すること。でも、為替
相場は通貨に対する需要と供給の関係で決定されるも
のだから、それを考えることは、背景にある国際・経
済関係の変化まで視野を広げるチャンスなのです。為
替相場を国内経済や世界で起こっていることと関連づ
けてあれこれと考え、世界と金融を見る目を変えてい
くきっかけにしてほしいと思います。

為替相場の知識を吸収するだけの 90 分じゃ
あまりにもったいない

履修モデル 2018年4月時点の履修モデルです。

1年次 2年次 3～4年次

▲

会計を中心に学ぶ
【必修科目】経済学1・2 簿記1・2
【共通選択科目1】基礎ゼミナール1・2

情報処理入門1・2
統計学1・2　

【共通選択科目2】ファイナンス基礎

【必修科目】会計学1・2　
【共通選択科目1】初級ミクロ経済学1 初級マクロ経済学1
【共通選択科目2】金融論1・2 中級簿記1・2　　

経営分析論1・2 財務情報処理A・B
SSA（海外研修プログラム）

【学科選択科目】 アカ 原価計算論1・2　
【自由選択科目】ゼミナールA（2年） 財政学1・2

【学科選択科目】 アカ 管理会計論1・2 財務会計論1・2 会計監査論1・2
税務会計論 租税法1・2

ファイ コーポレート・ファイナンス1・2 証券経済論 証券市場論
金融機関論 年金経済論 外国為替論

マネ 企業法1・2 現代企業論1・2
【自由選択科目】ゼミナールA（3年） ゼミナールB（4年）　　民法1・2

農業経済論 環境経済学1・2

▲

ファイナンスを中心に学ぶ
【必修科目】経済学1・2 簿記1・2
【共通選択科目1】基礎ゼミナール1・2

情報処理入門1・2
経済数学1・2
統計学1・2　

【共通選択科目2】ファイナンス基礎

【必修科目】会計学1・2　
【共通選択科目1】社会経済学1・2 初級ミクロ経済学1

初級マクロ経済学1 経営学1・2
【共通選択科目2】財務情報処理A・B 金融論1・2

SSA（海外研修プログラム）
【学科選択科目】ファイ コーポレート・ファイナンス1・2　
【自由選択科目】ゼミナールA（2年）　

【共通選択科目2】景気変動論1・2
【学科選択科目】 アカ 財務会計論1・2 会計情報論1・2 会計政策論1・2 マクロ経済学1・2

ファイ 証券経済論 証券市場論 外国為替論 国際金融論
計量経済学1・2 金融工学 ポートフォリオ論

マネ コーポレート・ガバナンス論1・2
【自由選択科目】ゼミナールA（3年） ゼミナールB（4年）　　産業経済論1・2

国際機関論 EU経済論 中小企業論1・2

監査の重要性について理解を深められ
る講義内容。監査業務に携わる公認会
計士をゲストに迎えることもあります。

「内容は難しいけど授業のノートは、
後からも復習しやすいです」という学
生がテスト前になると増えます。

経済分析力
「財務会計論」や「管理会計
論」などの会計科目と「コー
ポレート・ファイナンス」や
「証券経済論」などのファイ
ナンス科目を結びつけて学習
し、経済を分析する力を身に

つけます。

経営財務分析力
「株価や国債の値段の決め方」
「企業買収が起きる理由」など、
経営財務に関する問題を考え
ながら、企業価値の評価方法
や企業財務マネジメントを学
ぶことで、企業を分析する力

を養います。

グローバルな視点
「外国為替取引の仕組み」や
「外国為替市場と為替相場」
など、国際金融活動の諸問題
を体系的に把握するための知
識を学び、国際金融取引の背
景と問題点を考察する視座を

得ます。

SKILLS
◆

SKILLS
◆

SKILLS
◆

学びの分野・将来像
公認会計士／税理士／コンサルタント／ファイナンシャルプランナー／ファンドマネージャー／
ISO審査官／メーカーで原価管理にかかわりたい／企業財務のプロになりたい　など

でわかる経済の世界授 業 内野一樹ゼミ
Pick up Seminar
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2016年度

2017年度

研究領域とゼミナールテーマ

ゼミナール学生の実績紹介

▼  關智一ゼミ
  日本学生経済ゼミナール関東部会プレゼン部門にて
優秀賞（第2位）を受賞 B

▼  坂本雅士ゼミ
 第12回「税に関する論文」で奨励賞を受賞

▼  遠山恭司ゼミ
  商工中金・（財）商工総合研究所「第31回中小企業懸賞論文」で、

5名の共著論文が準賞を受賞 D

▼  櫻本健ゼミ
  「和歌山県データ利活用コンペティション」で優秀賞と
ファミリーマート賞受賞

  「平成29年度G-censusプレゼンテーション資料作成コンテスト」で
優秀賞、奨励賞受賞 E

▼  渡辺茂ゼミ
 証券ゼミナール大会で5つの優秀賞を獲得

▼  三谷進ゼミ
  証券ゼミナール大会で2つのチームが優秀賞を受賞 A

▼  櫻本健ゼミ
  「平成28年度G-censusプレゼンテーション資料作成コンテスト」
にて優秀賞2つ、奨励賞1つを獲得

▼  坂本雅士ゼミ
  第60回全国大学対抗簿記大会で2年次生によるチームが優勝 C

▼  遠山恭司ゼミ
  商工中金・（財）商工総合研究所「第 30回中小企業懸賞論文」にて
ゼミ生 3名の共著論文が準賞を受賞

E

A

D

B C

金融・証券に関する
諸課題の研究

金融や証券の基礎的な知識の習得を通
じて、現代の金融・証券の問題に関す
る理解度を高め、その成果を論文にま
とめて発表できるようにしていく。

三谷 進

管理会計・原価計算

経営管理に有用な会計情報を提供する
管理会計手法に関する理論面・計算面
の知識の習得および会計情報を用いた
経営分析を学ぶ。

諸藤裕美

租税法・税務会計論の研究

企業会計および法人税法を研究対象と
する。2年次に全国大学対抗簿記大会
に出場、3年次には共同論文を執筆。

坂本雅士

財務諸表から
企業をみる目を養う 

財務諸表分析のさまざまな手法を学び、
その知識を駆使して、いかに現代の会
計問題を議論できるかという技術の習
得を目指す。

山田康裕

財務会計と監査

会計や監査に関する知識を得て、会計
という視点から現在の社会や企業につ
いて分析・議論することで、自ら考え
る力を養う。 

小澤康裕

原価計算論の研究

原価という数値を収集・処理・伝達する
原価計算が、なぜ公認会計士試験の必
修科目なのか理解し、会計の批判的な
展望を修得する。 

内野一樹

国際金融問題の研究 

金融と国際金融に関する理解の深化を
通じて、経済事象に対する意識を形成
する。そこで生じる問題に対して理論
的に考える力を養う。

飯島寛之

多国籍企業の研究 

経済学の知見をもとに企業への理論的
視座を学び、多国籍化する企業の諸課
題について、独自の見解と解決策を提
示しうる能力を養う。

關 智一

環境・エネルギー政策の
政治経済学

3.11後の環境・エネルギー政策につい
て、世界、日本、地方の各レベルにお
いて可能な方策と、現在の政策につい
て学習する。 

DeWit,A.

現代財政の諸問題

現代財政に関する理解を深め、財政を
素材として経済政策の課題を発見・研
究。その成果を発表・議論することで
論文作成能力を養う。

池上岳彦

グローバリゼーションと
資本主義世界経済の転機を読む

資本主義世界経済の転機に注目しつつ、
軌跡をたどる。特に米中の30年を振り
返り、両国の「好調」と「危機」の要因を
摘出する。

櫻井公人

現代財政・租税論の
国際比較研究

各国の消費税・所得税といった租税制
度、年金・医療・介護保険・生活保護と
いった社会保障制度などを比較し、日
本の財政や税制の現状を把握する。 

関口 智

中国、および東アジアの経済
発展と制度変化に関する研究

世界経済全体におけるプレゼンスを高め
つつある中国、および東アジア諸経済
の発展に資する制度変化と経済政策を
考察する。

厳 成男

現代日本の労働問題

少子化、格差や貧困の拡大など、
広く労働にかかわる問題を取り上げ、
議論し、労働を手掛かりに、現代
社会の変容を考察する。

首藤若菜

環境保全と経済発展の
両立を考える

経済学を使って自分の力で環境問題を
分析し、問題に対する解決策を提示で
きるようになることを目指す。 

一ノ瀬大輔

中小企業と地域経済 

中小企業と地域経済の問題や可能性に
ついて考え、仮説を立て、現場情報と
理論を組み合わせて独自の論理で現実
経済を考察する。

遠山恭司

都市環境と地域コミュニティ

ゼミ全体で具体的な研究課題を設定し、
地域の特徴や問題を明らかにし、都市・
地域の持続可能な発展を実現する方法
と課題を検討する。

田島夏与

アジアをめぐる諸問題の研究／
実践型共同研究

日本とアジアの架け橋の実践を意識し
た共同研究を通して、実社会に対して
目に見える貢献をすることを目指す。 

郭 洋春（深澤光樹）

グローバル化する世界経済
̶アメリカ中心に理解する̶

他大学とのジョイントゼミ、企業訪問な
どを行ない、TPP、FTAAP、欧米FTA
交渉の展開などをアメリカ経済中心に
理解する。

山縣宏之

農と食に関する経済的研究

農と食に関する社会経済事象につ
いて、自ら問題意識をもって研究
し、発表、議論できる能力を養う
ことを目標とする。

大山利男

国際社会保障̶グローバル化
時代の福祉国家の持続可能性

日本および海外の社会保障制度の現状
を学び、将来を展望する思考力を身に
つけ、ディベートを通じて調査能力・思
考力・対話力・協調性を身につける。 

菅沼 隆

現代日本の産業研究

日本の産業の課題や問題点を考察し、
解決策を提案することを目指す。現場
に足を運び、現実を認識することを1
つの出発点とする。

菊池 航

地域統合と世界経済の研究

EUセミナーに参加しプレゼンや討論の
力を身につけ、EUと各国経済（ロシア、
日本等）、世界経済、地域統合の関連に
ついて考える。

蓮見 雄

現代社会を経済学で考える

世の中の色々な問題を経済学で考える
楽しみを身につけるとともに、現代日
本経済に関する基本的な知識を身につ
ける。

荒川章義

現代経済研究

経済理論を論じたテキストを輪読し、担
当者による報告と全員での討論を行な
い、経済学の理論的基礎と、その現実
への応用を学ぶ。

池田 毅

金融とマクロ経済

マクロ経済と景気循環の仕組みを学習、
金融のあり方について検討し、マクロ
経済のパフォーマンスと金融のかかわり
を理解する。

黒木龍三

日本経済分析̶国際分業との関連

戦時経済から戦後再編､ 高成長期を経
て現在に至る日本経済の発展経路を理
解し、実態としての経済作動について
より大きな視野を得る。

林 采成

近代アジアの経済史

近代アジア経済の歴史的展開について
学び、因果関係を把握する力を伸ばす
とともに、多様性を認識する力を伸ば
す。

湊 照宏

信用理論の研究

現代の資本主義を理解するために、日
本を含む世界経済を貨幣・信用制度論
の観点から分析し、説明できる能力を
身につける。

大友敏明

古典派経済学、ならびに
古典派金融思想を理解する

経済学の古典『国富論』（アダム・スミ
ス）の輪読を通して、古典派経済学・金
融思想の原典に親しみながら最新の研
究にも触れる。

佐藤有史

日本経済に関する実証分析に
必要な知識を身につける

輪読に合わせた指導・講義をメインに、
経済統計を利用した分析手法を学び､
日本経済の多様な側面を明らかとし､
論文をまとめる。

櫻本 健

社会経済学からみる
現代の社会問題 

社会経済学の理論的基礎をふまえたう
えで現代の社会問題を分析し、批判的
に思考する力を養う。

佐々木隆治

社会問題と社会保障の
計量経済分析

社会問題や社会保障について、社会科
学的な視点から考察した上で統計学的・
計量経済学的に分析・検証する能力を
養う。

安藤道人

日本企業の経営史的研究 

グループワークを通じた業界や企業に対
するデータ調査と分析を行ない、日本
の企業経営システムの特質を歴史的視角
から研究する。

須永徳武

現代経済学の基礎

現代経済学の基礎を理解する｡  また、
筋道の通った思考や議論を通じて、論
理的な考え方や自分の考えを他者に伝
える能力を磨く｡  

藤原 新

ヨーロッパ社会経済史

ヨーロッパの社会や経済を歴史的な立場
から研究する。関係文献や史資料を調
査・分析し、プレゼンとディスカッショ
ン、グループ論文の作成を行なう。

菊池雄太

近現代日本の経済史・経営史

明治～現代の日本経済・企業 （産業）の
歩みを､ 文献や統計資料､ フィールド
ワークから考察し､ 現代社会を相対化
する視点を身につける｡

岡部桂史

政策・
国際

理論・
歴史

金融・
会計
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豊富な留学制度

急速にグローバル化が進む現代社会において、
求められるスキルをもった人材の育成を図る、語学教育や海外研修が充実しています。

選べる留学の種類

2017年10月時点で26の国・地域87大学と国際交流協定を結んでい
ます。出願期間、派遣期間、学費免除の有無、応募資格などは協定
校によって異なります。

◆大学間協定に基づく派遣留学制度

国際センター主催の短期英語研修です。夏季休業期間中のビクトリア
大学、ハワイ大学マノア校と、春季休業期間中のダブリンシティ大学、
アジアパシフィック大学、シドニー大学（SSAとは別のプログラム）
の5プログラムがあります。

◆短期語学研修プログラム

本学の派遣留学制度によらず、学生個人が留学先の大学を選定・出願
し、入学許可を取得したうえで、本学に留学を願い出ることで公式
な許可を受けて留学する留学制度です。

◆認定校留学

現地で外国語（英・独・仏・スペイン・中国・朝鮮）を学ぶ「海外言語
文化研修」があります。

◆全学共通科目

体験型、実践型、学生交流型のプログラムを、グローバル教育センター
や、立教サービスラーニングセンター、チャプレン室、国際センターで
取り扱っています。

◆その他

立教大学と先方学費を支払う必要がありますが、半期または1年、ア
メリカに留学が可能な制度です。

◆学費非免除留学プログラム

自ら積極的に海外留学に挑戦する学生をサポートするため、

様々な経済支援があります。例えば立教大学グローバル奨学金

や校友会成績優秀者留学支援奨学金などがあります。詳しくは

学生厚生課にお問い合わせください。

留学時に利用できる奨学金について
研 修 先：  ノースアラバマ大学（UNA）（米国、アラバマ州フローレンス市）

研修内容：  英語による経済学の授業（Economics with English）、経済
学のための英語（English for Economics）、企業訪問（CNN、
COCA COLA）、エクスカーション

経済学部では、独自の海外研修

プログラムを多彩に用意。ネイ

ティブ教員による少人数の英語

授業を行なう一方、自宅で経済

学入門を英語で学べるeラーニ

ングプログラム「REAL（Rikkyo 

Economics through Active Learning）」も実施しています。

さらに「REAL」での学習内容をふまえて授業でディスカッショ

ンをするなど、幅広い手法でグローバルセンスを磨きます。

世界を見る・知る

SSA ▲ Short-term Study Abroad Programs in Economics
経済学を英語で学ぶための短期留学プログラムです。

SSA（CAN）は、カナダ・アルバータ大学にて、語学・

経済・文化と様々な分野での経験を同時に積むこ

とができる、経済学部独自の留学制度です。プロ

グラムはすべて英語で進められ、経済・経営につい

て英語で議論できる語学力を養成。また、異文化

コミュニケーションに関する知識とそれを実践する

能力も育みます。

経済・経営を英語で議論する力や異文化コミュニケーション力を養う

2016年より、真夏のシドニー大学でのSSA（AUS）も実施。事前研修では、

自宅で経済学を英語で学習し、教室で知識確認や議論をする「反転授業」

を行ないます。シドニーでは、企業訪問やシドニー立教会との交流、ホー

ムステイ、そして各自の興味関心に応じたリサーチプロジェクトを展開。単

なる語学研修にはない学びと体験が満載のプログラムです。

真夏の南半球で得る多くの学びと体験
オーストラリア（AUS）

SSA（USA）は、ノースアラバマ大学で4週間、「経済学を英語で学ぶ」

プログラムです。授業以外に、ゲストスピーカーとして市長、商工会議所

代表など多彩な方が講義をしてくれたり、授業後にはアメリカンフット

ボール観戦をはじめとして、様々なフィールドトリップが準備されていま

す。さらにCNNやCOCA COLAへの訪問等、毎日が充実したプログラ

ムです。受講生の皆さんは、経済学だけではなく、アメリカの経済や社

会など様々な体験をすることができます。

現地の企業を訪問して経済・社会が学べる
アメリカ（USA）

研 修 先：  シドニー大学（シドニー、オーストラリア）

研修内容：  英語によるコミュニケーションスキルの習得、マーケティングのグロー
バルなトレンドの学習、シドニーの日系企業（双日株式会社の現地法
人、日本貿易振興機構）訪問とワークショップの実施、リサーチプロ
ジェクト　など

2018年2月に実施した
第3回SSA（AUS）では、
シドニー大学での語学
や経済学の研修のほか、
JETROシドニーオフィ
スも訪問。リサーチプロ
ジェクトの英語プレゼン
も全員が最後までやり抜
き、最終日に修了証が授
与されました。

SSA（USA）では、ノース
アラバマ大学での英語に
よる経済学の授業だけで
はなく、多彩なゲストに
よるレクチュアーや毎日
のフィールドトリップ、週
末には企業訪問やミニツ
アーなど充実した4週間
を過ごすことができます。

その他留学制度

留学できる協定校87校

ヨーロッパ 28校

アジア 24校

北アメリカ 28校

南アメリカ 2校

オセアニア 5校

アメリカ・
ケント州立大学

韓国・延世大学

オランダ・
ライデン大学

オーストラリア・
南オーストラリア大学

留学の流れ
事前研修　北米の経済、経営、文化に関する講義

海外研修　英語による経済学・経営学の講義や
  企業見学・文化研究

事後研修　英文レポート作成

SSAに参加したのは、社会人になったら
長期間海外へ行くのは難しくなるかもし
れないという理由から。多様な国籍の人
と関わることで日本の長所と短所が分か
り、視野が広がりました。自国の文化を
プレゼンする授業
では、日本のあい
さつなどを教えま
した。他国の食事
マナーなどを実践
できたのが印象に
残っています。

Students' VOICE

会計ファイナンス学科
 3年次

薄葉ありささん

途上国について机上で学ぶだけでなく、自分の
目で見たいという思いで参加しました。フィリ
ピンの人々は「同じことをやるなら楽しいほう
がいい」という考え方で、物事を前向きに捉
える力の重要性を感じました。SSAを通じて、
英語力はもちろん発想の転換力も身についたと
思います。

Students' VOICE

経済学科 4年次　高橋愛美さん

カナダ（CAN）

研 修 先：  クイーンズ大学ベルファスト校（QUB）（英国、北アイルランド）

研修内容：  英語による経済学の授業（Economics with English）、経済学
のための英語（English for Economics）、企業訪問（Fujitsu、
RYOBI、Canyon）、エクスカーション

SSA（UK）は、普通の語学研修とは異なり「経済学を英語で学ぶ」プ

ログラムです。海外に進出する日本企業や議会の訪問、週末や平日の午

後には世界遺産巡りや市内観光なども行ないます。今までと趣向の違う

夏休みを経験したい人、英語はちょっと自信がないけれど海外に留学し

たい人などにおすすめのプログラムです。

英国の経済や文化を肌で感じる夏休み
イギリス（UK）

マンツーマンによる語学研修を2週間行なった後、さらにホームステイをし

ながらのインターンシップを2週間行ないます。また、フィリピンの日系企

業への訪問も実施。週末はビーチやトレッキングなどのエクスカーションが

味わえます。積極性や

向上心を身につけ、国

際化とは何か、国際人

とは何かを肌で感じる

ことができます。

英語、ホームステイ、インターンシップ。
多彩なプログラムを通じて真の国際人へ

研 修 先：  Man to Man Boarding School（MMBS）
 （ターラック市、フィリピン）

研修内容：  一人ひとりの関心にあった語学研修、ロータリークラブのメンバーの
家でのホームステイ、学校や市役所などでのインターンシップ、企業
訪問（横浜ゴム、アデランス、住友電装など）、エクスカーション

フィリピン（PHL）

グループでのプレゼンテーションなど、主体性
が求められるのもプログラムの特徴です。

学生たちは留学先のカナダ・アルバータ大学で英語による
講義を受け、英語のリスニング力を高めながら経済学を学
び、異文化交流を通して行動力を身につけます。

語学研修だけでなく、インターンシップや企
業訪問を通じて海外での就業を体感します。
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多様なキャリア育成

経済学部では、1年次よりキャリア教育を実施。
社会を構成する様々な団体と連携することで実践力を身につけます。

未来を選ぶ・進む

経済学部のキャリア教育
「参加型」「少人数制」「社会連携」「国際化」の 4つをキーワードに、主体的かつ自律的に自分の未来を切り拓く
能力の育成を目指します。現実に起きている経済的な問題に対して、専門科目で得た学びを生かして解決に取り組みます。

同窓連携 赤レンガセッション

学生と卒業生が少人
数グループを組み、飲
み物を片手にフラッ
トに語り合う、新し
い交流イベント。様々
な年代の卒業生と交
流できます。

同じバックグラウンドをもつ学部生と卒

業生が世代を超えて直接交流する、経

済学部の同窓連携プログラムです。「縦」

のつながりを大切にし、また卒業生同士

の交流も積極的にフォローして、長期的

視野をもったキャリア支援へつなげるこ

とを目指しています。

社会人の先輩である卒業生と交流し、
将来の姿を思い描く

参加型
×企業 課題解決演習 Project-Based Learning

協力企業から提示される課題に少人数の

チームで取り組みながら、実社会で起きて

いる問題を経済学と結びつけて考えます。

その企業・業界が果たす社会的役割につい

て理解するとともに、社会で求められる

「協働して成果を出す力＝チームで課題解

決する力」を高めることを目指します。正

解のない課題に対しチームとしての最適な

答えを導き出し、発表するという経験は、

大きな気付きを与えてくれるはずです。

企業が抱える課題にチームで取り組み、解決策を提案

▲

 三井住友海上火災保険
 「池袋キャンパス内のリスクを洗い出せ」

▲

 八王子市役所
 「公務員として中心市街地を活性化する」

▲

 日立製作所
 「2020年の外国人観光客向けビジネス機会の提案」

▲

 エー・ピーカンパニー
 「21世紀の組織の作り方 Empowerment」

▲

 セブン -イレブン・ジャパン
 「ニーズ×リソースで新規ビジネスを提案」

協力企業（一部のみ）

大学院 経済学・経営学・会計学の分野で多くの優れた研究者や職業人を輩出。
複数領域にわたる多彩な科目、演習や研究指導、国際交流制度などが充実しています。

大学４年間の過ごし方は、十人十色。入学時のスタートラインは

同じでも、自分が何を考え、選択し、行動したかで、人それぞ

れ全く異なるストーリーが生まれます。主体的に学び、挑戦し、

自分の未来を自律的に切り拓いていける人になってほしいとい

う想いを込めて「STORY」と名付けられたサイトでは、各種プ

ログラム・イベントの募集情報に加え、実施報告や参加者の声を

掲載。メンバー登録いただいた方には、各種プログラム・イベン

ト情報を優先的にご案

内するほか、年に数回

発行するメールマガジ

ンをお届けします。

経済学部のキャリア教育サイト「STORY」

http://www.rikkyo.ac.jp/eco/career/story/

参加型
×企業

一人ひとりが感じる
「JALの強み」「JALだ
から提供できる価値」
をグループディスカッ
ションでシェアし、新
しい取り組みを具体化
していきます。

日本航空（JAL）と立教大学経済学部

のコラボレーションプログラムです。

「フルサービスキャリアであるJALの

強みを若者に伝えるための新しい取

り組みを発想せよ！」をミッション

に、ローコストキャリア（LCC）との

差別化や、JALならではの“おもて

なし”のカタチを研究。講義やグルー

プディスカッション、羽田空港内の

施設見学などを通じて自由な発想

をふくらませるアイデア創造型ワー

ク・提案発表会を行ないます。企業

が社会に対して発信できる「本物の

価値」について考える1日です。

企業が社会へ発信する価値を自由に発想

1日ワークショップ［ JAL ］

JAL SUMMER 
1DAY WORKSHOPの流れ

課題の読み込み
ビジネス誌や会社WEBサイトの記事を読み、業
界と日本航空の概要を知ります。

羽田空港国内線旅客ターミナルの
施設見学と講義
日本航空が業務を行なっている現場と飛行機整
備工場を解説付きで見学。「安全の取り組み」に
関する講義を受けます。

ワークショップ
グループディスカッションを経て日本航空に対し
て学生目線での提案を実施。企業の方からフィー
ドバックをもらい、深い学びに落とし込みます。

◆育成する人材像
学会で通用する競争力を身につけるため

に、学内では演習指導、報告会、そして

さまざまな研究会で討議し、失敗を恐れ

ず切磋琢磨することが求められます。ま

た共同研究を担うことを視野にいれ、自

分の研究分野に隣接する領域の成果や異

なる視点に触れて研究のすそ野を広げる

ことを目的に、論文指導の教員を中心に

研究科全体で指導体制を準備しています。

◆研究サポート体制
・研究発表会 ・研究室

・単位互換制度 ・国際交流派遣制度

・学会発表奨励金 ・TA制度

・立教大学の研究助成制度

◆大学院特別進学制度
経済学部では4年次生のうち、大学院

の講義を1年間受講してから進学し、

学部卒業後に大学院の前期課程（修士）

を1年で修了できる大学院特別進学制

度を設けています。立教大学経済学

部3年次生を対象に、年2回（秋季・

春季）、書類選考と口頭試問による選

抜を行ないます。4年次生で大学院の

授業を受講でき、図書館のあるロイド

ホール4階の研究室にて大学院生とほ

ぼ同等の扱いで研究をすることができ

ます。4年間で学部を卒業することも

できますし、大学院に進学して残り1

年、学部入学から合計5年で大学院の

前期課程を修了することも可能です。

4年次に受けた講義をきっかけに財政学に興味を持ち、
大学院への進学を決意しました。専門軸を持った高校教
員を目指しており、公民や経済のおもしろさを伝えられ
る授業をしたいと考えています。現在は自分の専門分野
だけでなく、違った視点から物事を
見つめるためにいろいろな科目を受
講しています。授業以外では、RA

（リサーチアシスタント）として研究
会の手伝いなどを行なっています。
私が在籍する研究科はとても開放的
で、自分とは異なる分野を専門とす
る人とも垣根なく交流できるのが楽
しいですね。

学内進学者の声

大学院に進学したことで、
専門分野以外の見聞も広がりました
大学院経済学研究科博士課程前期課程1年次　関根未来さん

Pick Up! 株式会社 Plan・Do・See
「お店の看板商品となるような、6th by Oriental Hotelの新メニューを開発せよ！」

自分にとって当たり前のことが他

人にとって当たり前だとは限りま

せん。グループのなかには、あま

り積極的に議論に参加しようとし

ない人や、さぼりがちな人もいる

かもしれません。社会に出れば、

当然、様々な人たちと協働して仕

事を進めていくことが求められま

す。課題解決演習は、実践を通じ

てそのような「気付き」を与えて

くれるプログラムです。

1クールの流れ

企業のオフィスにお邪魔し、課題が提示されま
す。Plan・Do・Seeの入社式を疑似体験し、社
員として課題に取り組むことが求められます。

課題提示

事前にいろいろと調べ、みんなで出し合ったアイ
デアをPlan・Do・Seeの方に伝えます。アドバ
イスをいただきながら、考えを練り直します。

事前準備・
中間発表・
改善

再度オフィスに伺い、チームごとにプレゼンを行ない
ます。2017年度はレストランの新メニュー開発が課
題であったため、実際にレストランで働いているス
タッフの方からも貴重なコメントをいただきました。

最終
プレゼン
テーション

チームで議論を行なうなかで、前提知識が
不足していることやプレゼンテーションの
難しさなど、自分の未熟さを痛感しまし
た。しかし、学生のう
ちに自分の弱点を発見
できたのは幸運でした
し、企業の方との対話
は大変有意義でした。
社会で役立つスキルを
身につけたい人におす
すめの講座です。

Students' VOICE

会計ファイナンス学科
3年次

森 智一さん
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私は、大学4年間でとにかく経験値を上げること、人
脈を広げること、そして何より“私らしさ”を見つけて
磨き上げることに必死でした。「興味がないからやらな
い」というのは嘘だと考えています。思い込みで判断
せず、出会うすべての人に感謝して、決して学ぶ幅を
狭めず何事にもチャレンジしてください。大学生活を振
り返った時、充実感や満足度が高ければ高いほど、世
の中で生き抜く“技”がたくさん身についた証拠だと思
います。

すべての行動に価値があります

経済政策学科
2013年3月卒業
アサヒビール（株）
龍 愛美さん

4年間を「自由の学府」で過ごし、自由な校風のもと、
1～2年次は学内、3～4年次は学外に重きを置きなが
ら得た学びが、今の仕事に結びついています。特に1年
次の英語と簿記の学習、2年次に参加した日中韓4大学
Leadership Forumの経験が現在の礎と言えます。今後
も4年間の経験を胸に、社会に貢献することを目指し、
日々邁進したいと思っています。本学部にはチャレンジ
する機会があふれているので、ぜひ果敢に挑戦して自分
の成長につなげてほしいです。

豊かな経験が社会に出てからの礎に

会計ファイナンス学科
2010年3月卒業
三菱商事（株）　
有馬光俊さん

◆社会で活躍している先輩からのメッセージ

金融・保険
日本銀行／農林中央金庫／（株）日本政策金融公庫
／（株）三菱UFJ銀行／（株）三井住友銀行／（株）み
ずほフィナンシャルグループ／（株）りそなホールディ
ングス／三菱UFJ信託銀行（株）／三井住友信託銀
行（株）／日本マスタートラスト信託銀行（株）／日本
トラスティ・サービス信託銀行（株）／（株）横浜銀行
／（株）千葉銀行／（株）常陽銀行／（株）群馬銀行／
（株）山梨中央銀行／（株）静岡銀行／（株）広島銀行
／野村證券（株）／大和証券（株）／SMBC日興証券
（株）／みずほ証券（株）／マネックス証券（株）／東
京海上日動火災保険（株）／三井住友海上火災保険
（株）／損害保険ジャパン日本興亜（株）／日本生命保
険（相）／第一生命保険（株）／明治安田生命保険（相）
／住友生命保険（相）／（株）かんぽ生命保険／信金
中央金庫／全国労働者共済生活協同組合連合会／城
南信用金庫／（株）ジェーシービー／三菱UFJニコス
（株）／（株）クレディセゾン／興銀リース（株）／三菱
UFJ国際投信（株）

農業・林業・水産・鉱業・建設
大成建設（株）／（株）竹中工務店／（株）長谷工コーポ
レーション／大和ハウス工業（株）／東京セキスイハイ
ム（株）／高砂熱学工業（株）

製造業
ソニー（株）／パナソニック（株）／日本アイ・ビー・エ
ム（株）／オムロン（株）／（株）バンダイ／サントリー
ホールディングス（株）／アサヒビール（株）／アサヒ飲
料（株）／サッポロビール／キユーピー（株）／（株）ミ
ツカングループ本社／（株）ロッテ／日本製粉（株）／
雪印メグミルク（株）／（株）資生堂／ユニ・チャーム
（株）／（株）コーセー／積水化学工業（株）／日本ペイ
ントホールディングス（株）／昭和電工（株）／塩野義
製薬（株）／（株）レナウン／大日本印刷（株）／凸版
印刷（株）／新日鐵住金（株）／（株）日本製鋼所／住

友大阪セメント（株）／住友重機械工業（株）／栗田工
業（株）／日本精工（株）／グローリー（株）／東洋製罐
（株）／（株）寺岡精工／（株）SUBARU／スズキ（株）
／トヨタ車体（株）／アイシン精機（株）／ヒロセ電機
（株）／SMK（株）／スタンレー電気（株）／マブチモー
ター（株）／（株）小糸製作所

卸・小売 
三菱商事（株）／住友商事（株）／丸紅（株）／双日
（株）／（株）メタルワン／第一実業（株）／住友商事グ
ローバルメタルズ（株）／（株）日立ハイテクノロジーズ
／ユアサ商事（株）／パナソニック　システムソリュー
ションズ　ジャパン（株）／シークス（株）／（株）山善
／稲畑産業（株）／住友商事ケミカル（株）／国分（株）
／伊藤忠食糧販売（株）／住商フーズ（株）／東洋冷蔵
（株）／（株）ニトリ／（株）AOKIホールディングス／
アイア（株）／（株）ユナイテッドアローズ／ジュピター
ショップチャンネル（株）／（株）ビックカメラ

運輸・通信
東日本旅客鉄道（株）／京王電鉄（株）／京成電鉄
（株）／日本航空（株）／全日本空輸（株）／（株）JAL
スカイ／ANAエアポートサービス（株）／成田国際空
港（株）／三菱倉庫（株）／（株）日新／東日本電信電
話（株）／（株）NTTドコモ／KDDI（株）／ソフトバン
ク（株）／（株）ジュピターテレコム

不動産・電気・ガス
野村不動産（株）／ヒューリック（株）／三菱地所レジ
デンス（株）／伊藤忠都市開発（株）／日神不動産（株）
／（株）東京楽天地／イオンモール（株）／（株）コスモ
スイニシア／三井不動産リアルティ（株）／ANAファ
シリティーズ（株）／中日本エクシス（株）／スターツ
コーポレーション（株）／（株）オープンハウス／（株）
ケン・コーポレーション／ポラス（株）／（株）MDI／東
京瓦斯（株）／ENEOSグローブ（株）／（株）ガスパル

放送・広告
日本放送協会／中京テレビ放送（株）／（株）電通／
（株）アサツーディ・ケイ／（株）東急エージェンシー
／（株）読売広告社／（株）ベクトル／（株）ホンダコム
テック／（株）講談社／（株）マイナビ

情報
トレンドマイクロ（株）／（株）サイバーエージェント／
LINE（株）／楽天（株）／（株）QUICK／（株）マクロ
ミル／（株）オールアバウト／（株）日本総合研究所／
（株）エヌ・ティ・ティ・データ／エヌ・ティ・ティ・コム
ウェア（株）／日本アイ・ビー・エム・サービス（株）／
日本ユニシス（株）／TIS（株）／（株）ワークスアプリ
ケーションズ／東京海上日動システムズ（株）／ニッ
セイ情報テクノロジー（株）／（株）ジェイアール東日
本情報システム／富士通エフ・アイ・ピー（株）／三菱
UFJトラストシステム（株）／損害保険料率算出機構

サービス
アクセンチュア（株）／アビームコンサルティング（株）
／（株）日立コンサルティング／新日本有限責任監査法
人／有限責任監査法人トーマツ／PwCあらた（監法）
／KPMG税理士法人／（株）JTBコーポレートセール
ス／（株）リクルートキャリア／NTTファイナンス（株）

教育
（株）城南進学研究社／（株）湘南ゼミナール

公務
国家公務員一般職（旧国家公務員２種）／国税専門
官／防衛省（一般職・専門職）／東京都庁／神奈川県
庁／千葉県庁／長野県庁／東京都特別区／町田市役
所／さいたま市役所／横浜市役所／浦安市役所／船
橋市役所／柏市役所／水戸市役所／警視庁

◆主な就職先一覧 （2017年 3月卒業生実績）

サポート体制

金融・保険 
33.7%

情報
10.8%

サービス 
12.9％

公務
5.9%

製造業 
13.2%

卸・小売
8.9%

不動産・電気・
ガス5.9%

その他（自営含む）
0.2%

放送・広告
2.1%

教育0.3%運輸・通信
4.7%

就職 立教大学経済学部の学生は、金融機関や製造業をはじめ幅広い分野で良好な就職実績を収めています。
活躍の舞台は国内に留まらず、グローバルなフィールドに広がっています。

学びに意欲的な学生を支援する奨学金制度や、資格取得に向けてスキルアップできる
セミナーの開講など、学生の可能性を広げる様々な制度を用意しています。

奨学金 経済的な基礎を支えて学業継続を保障したり、優れた能力を伸ばしたりするための、
多彩な奨学金制度を用意。立教大学の奨学金はすべて給与型で返還の必要がありません。

立教キャリアアップセミナー
立教大学では正規のカリキュラムとは別に、学内で受講できる公務員試験対策や語学習得のための講座、
各種資格取得、国家試験などの合格を目指す学生を対象に各講座を設けています。

◆経済学部
  開設100周年記念奨学金
学生の研究奨励を目的に、学部開設100

周年を記念して設けられた奨学金。論文

の最優秀者に30万円、優秀者に20万円

を支給（年額）します。

その他にも多数奨学金をご用意しております。詳しくは、大学HPでも確認できます。

全学部対象の
奨学金

立教大学グローバル奨学金／立教大学校友会成績優秀者留学支援奨学金／立教大学自由の学府奨学金／

立教大学セントポール奨学金／立教大学学部給与奨学金／立教大学大柴利信記念奨学金／

立教大学永岡ツナ子奨学金／立教大学ひとり暮らし応援奨学金／立教大学緊急給与奨学金／

立教大学学業奨励奨学金／野口定男記念奨学金／吉原奨学金／松崎半三郎記念奨学金　など

出願資格： 優れた論文を提出しようと
する経済学部学生

奨学金額（給与）：30万円または20万円

◆大川又三郎記念奨学金
本学校友の故大川又三郎氏のご遺族から

の寄贈による奨学金です。研究対象とし

て広く金融に関わる内容を取り上げる学

生に対して支給するものとなります。

出願資格： 金融に関わる内容を
 研究している学部3年次生

奨学金額（給与）：年額30万円

◆東京税理士会奨励金
東京税理士会により、経済学部の学生の

みを対象とした奨励金制度が設立され、

受給者には年額20万円が支給されます。

東京税理士会は、国民に信頼される民主

的な租税制度の発展に寄与することを

目的に、租税教育に力を入れています。

また立教大学経済学部の学生には、学科

を問わず、将来、税理士になることを目

指す学生も少なくありません。主に会

計・ファイナンス関係の授業を履修し、

自ら対策をたて、税理士試験に挑戦して

います。

出願資格： 経済学部学生で、在学中
に税理士試験の複数科目
に合格した者

奨励金額（給与）：年額20万円

この制度を利用したきっかけの一つは、大学で学
んだ理論や分析手法を発表する場を欲していたか
ら。面接選考で自分の研究に対して5人の研究者
からフィードバックをもらえたことは大変勉強に
なりました。入賞できなかったとしても非常に価
値のある経験になりますよ。
また、学業面でも実績にな
り、ほかの奨学金への応募や
就職活動でもアピールできま
す。経済に関するテーマであ
れば広く受け付けてもらえる
という自由度の高さがあるた
め、ぜひ多くの経済学部生に
挑戦してほしいですね。

経済学部開設100周年記念奨学金

利用すること自体が
価値のある制度。実績になり、
就職活動でも役立ちます
経済政策学科　3年次　三田匡能さん

  学内開講なので移動時間をか
けずに学べます（夜間を主に、

一部昼間や土曜午後に開講）。

  合格実績の高い専門学校の講
師陣とテキストをフル活用で

きます。

  通常の学外講座より割安な費
用で受講できます。

メリット

マスコミ関連企業に就職を希望す
る学生に特化した就職活動支援
カリキュラムを実施しています。
ロジカルな文章を構成できる文章
力、グループワークを通して身に
つける臨機応変な対応力の養成、
新聞記事制作、キャッチコピー制
作の疑似体験など基礎的な事か
ら高度な内容までを具体的な方
法で学ぶことができます。

立教マスコミ講座
1日40分、月～金まで毎日ネイ
ティブの講師と英会話を行なう、
会話を重視した少人数制のカリ
キュラムを実施しています。授業
の空き時間を有効に使って自分の
スケジュールで受講する事ができ
ます。学部学年を越えた仲間との
出会いも多くあり、毎年受講生か
ら好評を得ている講座です。

毎日学べる英会話講座公務員試験対策講座
公務員試験を突破するためには効
率の良い学習方法が必要です。こ
の講座では担任制による講師から
の手厚い指導や最新情報の提供を
通じて合格までを支援し、重要視
される面接の対策にも個別指導で
丁寧に対応していきます。目指す
職種に応じて国家一般職・地方上
級コース、教養科目・市役所コー
スの2コースがあります。

農業・林業・水産・
鉱業・建設 1.4%
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経済学という羅針盤で
社会に漕ぎ出そう
2017年に創立110年
1907年に経済学部の前身である商科が文科とともに設置されました。
経済学部は文学部とともに立教大学で最も古く、多くの卒業生を送り出してきました。

ユニークな学科構成で多彩な科目
立教大学経済学部は、経済学科、経済政策学科、会計ファイナンス学科という、
他の大学の経済学部とは異なるユニークな学科構成をもっています。
経済学を共通の基盤として、理論と歴史を重視しています。
財政・企業会計・金融など、具体的・現実的な問題を分析し、
解決のための政策を考えることができるカリキュラムになっています。
経済学部三学科が毎年開設する科目は450科目以上もあり、
このことだけでも「知のユニバース」といってよいでしょう。
学科ごとに習得すべき科目は異なりますが、実に多彩な経済学の専門分野を学ぶことができます。

変化に流されない柔軟な思考を身につける
現代社会が経済を基盤とし、経済を基軸に動いていることは、誰でも知っています。
経済現象は実に複雑で、予想外の動きを示します。
また、好むと好まざるとに関係なく、経済の動きは多くの人々を巻き込んで、翻弄します。
経済学を学ぶ目的のひとつは、このような複雑な現象をとらえる分析方法・思考方法を身につけることです。
それにより、刻々と変化する経済のなかで、「流されず、しかし柔軟に」対応できるようになります。

モラルサイエンスとして福祉の増大、公正・正義の実現を考える
経済活動は富を生み出すとともに、貧富の格差・失業などさまざまな問題も生み出します。
経済学はモラルサイエンスでもあり、個人や社会の福祉を増大させたり、
社会の公正・正義を実現したりする政策を考えることも学問の目的にしています。

世界の見方が変わります
経済学を学ぶと、世界の見え方が変わってきます。
昨日までとニュース報道の見方が変わり、
深く理解できるようになります。
経済学部で身につけた思考は、職業人として、
あるいは市民として、皆さんの人生を豊かにするでしょう。
私たちと一緒に経済学という羅針盤を獲得して、
社会に漕ぎ出しませんか？

立教大学 経済学部長

経済学科

会計
ファイナンス
学科

経済政策学科

学科を超え、
自由度の高いカリキュラムを

実施しています

各学科の定員

経済学科 入学定員：330名 収容定員：1320名

経済政策学科 入学定員：175名 収容定員： 700名

会計
ファイナンス学科

入学定員：175名 収容定員： 700名

学部計 入学定員：680名 収容定員：2720名

教育理念
立教大学は「キリスト教に基づく教育」を理念とし、「自由の学府」
と呼ばれるように、真理を追究する自由な精神を大切にしていま
す。経済学部は100年を超えるアカデミズムの伝統を引き継いで、
幅広い視野と柔軟な頭脳を有し、自立的かつ批判的な視点から現代
経済社会を判断し、より良い経済社会の創造に向けて主体的に行動
できる人材の育成を目指しています。

立教大学入学センター 03-3985-2660
平日 9：00～17：00　土曜日 9：00～12：30

お問い合わせ先

選考方法［実施日程］

合格発表

2018年
12月上旬予定

第２次選考
筆記試験・面接試験

2018年
11月17日（土）

第１次選考
書類選考
2018年

10月下旬予定
2018年

９月下旬予定

出願

経済学部は、2016年秋、自由選抜入試「思考力入試」を始

めました。本入試は、これまでの一般入試では測りづらかっ

た物事へ対する「分析力」や「解決力」を筆記試験と面接試

験で総合的に判断する入試です。経済学を武器にして「社会

を変えていきたい」、「グローバルに活躍したい」という方の

挑戦をお待ちしています。

出願資格の英語条項にスコア・級の基準点を設定しました。
詳しくは、ホームページ（http://www.rikkyo.ac.jp/admissions/）等を
ご覧ください。

◆  経済学の知識を生かして、
 国際的視野を持ちグローバルに活躍したいという意欲を持つ者。
◆  決められた正解のない課題に対して、
 自らの納得解を見出す能力と姿勢を身につけたいという意欲を持つ者。

◆  経済学部生に必要な「政治・経済」の知識とそれを統計学などの
 「数学的分析手法」を駆使して分析・解明できる者。
 高等学校で「政治・経済」「数学Ⅰ」「数学A」「数学Ⅱ」「数学B」および
 それに相当する科目を履修していることが望ましい。

◆  社会に対して能動的に働きかけ貢献できる者。

求める人材

詳細はこちら

立教経済  思考力入試

http://www.rikkyo.ac.jp/admissions/

思考力入試
リーフレット

書類選考：提出された書類に基づき、高等学校での学業成績、専攻分野に関連
する実績・資格・能力、英語の能力（英語資格証明書に基づく）、志望理由など
を総合的に評価します。

募集人員：20名程度

筆記試験と面接試験：入学後の勉学に必要な基礎的な学力、勉学への意欲、志
望する分野に関連した素養、諸活動などを通して培われた能力、英語の能力（英
語資格証明書に基づく）などについて総合的に評価して合格者を選考します。
総合科目：主に現代の政治や経済に関する知識や関心、基礎的な数学的分析能
力を筆記試験で問います。

経済学部には  思考力入試  が、あります。
 めまぐるしい変化に柔軟に対応できる力を育む 
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